
特色１［ 資質・ 能力が身に付く授業づくり］

①どの生徒も参加できる授業

ユニバーサルデザインを取り入れた展開

②新学習指導要領の完全実施

「 主体的で 対話的な 深い学び」 を目指した授業づくり

③新たな三観点評価の導入

「 知識・ 技能」

「 思考・ 判断・ 表現」

「 主体的に学習に取り組む態度」

④教科部による教科研修の充実

⑤ＧＩ ＧＡスクール化に伴うＩ ＣＴの活用

⑥やればできる達成感を味わうＳＣＴ ⇒学力保証

特色２［ 家庭での学習と生活リズムをつくる］

①「 南中 家庭学習の手引き」 「 学習計画表」 の活用※

②テスト前の学習計画表指導の充実（ 習慣づけと計画性）

③計画帳による家庭学習時間報告

とタイムマネジメントによる家庭学習

⇒学力保証・ 自立心

特色７［ 心かようあいさつ］

①９年間の学校生活の全体を通したあいさつ指導（ 集団や仲間意識を育てるあいさつ）

②地域や市民の一員として必要な社会性を身に付ける活動

③あいさつ足し算「 相手が気持ちよくなるあいさつをしよう運動」 ※ ⇒つながる力・道徳

特色６［ 言葉で伝え合う集団を育てる］

①対話することで仲間を認め高め合う学級づくり

②テーマトークやフリースビーチなどの言語活動による学年集団づくり

③生徒会活動による南中アイデンティティーを醸成する活動

④部活動による自立と自律を目指した集団づくり ⇒つながる力・道徳性

特色８［ 道徳教育の充実］

①小中で道徳の重点項目を共有 ９年間の道徳授業の時間を大切にする（ 年間３５時間）

②板書記録を活かした授業研究 ローテーション授業などによる授業の質の向上

③「 自分事として捉え議論する（ 話し合う） 授業展開」 ※ ⇒道徳性

特色３［ 主体的な学びにつながる生徒理解］

①小中９年間の生徒情報を活かした指導※

②生徒の居場所をつくる相談室経営

③相談部会での情報の共有と支援計画

④充実した教育相談による家庭との連携

⑤主体的な学びを記録するキャリアパスポート※

⑥学級風土を育てるＱ-Ｕの活用 ⇒成長保証

特色５［ 地域・ 社会とつながること

生きること「 命」 をテーマとした総合的な学習］

①「 しずおか学」 として命の学習・ 防災学習※

小中間の防災計画を共有

②地域・社会教材を活かした探究的な学びによるキャリア教育

地域探究教材１年次「 インターン」 2 年次「 エンジン」 ※

１年次学区応援団として南中学区の魅力を知る（ 職業調べ）

２,３年次 上級学校調べ 修学旅行

⇒地域社会とつながる力・命を大事にする心

特色４［ 南中グループ校との交流］

①近隣小学校同士による交流学習

②中学校での授業体験の受け入れ

③地域防災訓練や地域行事などによる小中交流

④ボランティア 音楽交流 など ⇒つながる力

特色９［ 南中グループの小中一貫教育を支える組織］

①南中グループ校長連絡会・ 幹事会・ 役員会・ 企画部会・ 推進部会・ 全体研修会

②各小中学校「 学校運営協議準備委員会（ 母体を学校評議員会とした） 」

③南中グループ拡大学校運営協議会（ ※小中一貫教育準備委員会）

Ｒ1．1．12．Ｖｅ ｒ ． 8

静岡市立南中学校小中一貫教育経営構想（ 案）

学校教育目標「 切り拓け たく ましく 心ゆたかに」

重点目標「 言葉で 伝え合おう」

教育目標が” 目指すコンセプト”

★ 南中グループ校によるタフな人づくり

「 主体的に取り組む人

自立と自律の心をもつ人

道徳性豊かな人」 の育成を

目指します！

よこのつながり

た
て
の
つ
な
が
り



特色１［ 資質・ 能力が身に付く授業づくり］

①どの児童も主体的に参加できる授業

問題を見出し、協働的に解決に取り組む学習の流れ

②新学習指導要領に沿った重点

「 主体的で 対話的な 深い学び」 を意識した単元展開

③核となる学習活動

「 学びの地図」

「 探究のスパイラル」

「 振り返り」

④ＧＩ ＧＡスクール化に伴うＩ ＣＴの活用

⓹学びの発信（ 他との交流） による達成感

⇒学力保証

特色２［ 家庭での学習・ 生活リズムをつくる］

①学び合う風土の創生を支える学習・ 生活習慣の確立

②「 久能小家庭学習の手引き」「 チャレンジカード」 の活用

⇒学力保証・ 自立心

特色７［ 心かようあいさつ］

①９年間の学校生活の全体を通したあいさつ指導（ 他とのつながり―共生・ 思いやり・ 社会性―を育む）

②地域に根差した活動等の場における実践

③あいさつ足し算「 お互いが笑顔になれるあいさつ」 ⇒つながる力・道徳性

特色６［ 言葉で伝え合う集団を育てる］

①温かな集団づくりのための豊かなコミュニケーション活動

②全校スピーチなど、表現を認め、褒め、価値づける場

③いちごグループを核とした活動による異学年集団の構築

④一番の言語環境である職員集団が、子どもを成長させるための言葉をもつ ⇒つながる力・道徳性

特色８［ 道徳教育の充実］

①小中で道徳の重点項目を共有 ９年間の道徳授業の時間を大切にする（ 年間３５時間）

②板書記録を活かした授業研究 全校道徳授業などによる授業の工夫

③「 自分事として捉え議論する（ 話し合う） 授業展開」 ⇒道徳性

特色３［ 主体的な学びにつながる児童生徒理解］

①小中９年間の成長に資する児童生徒情報の活用

②「 みんな」 ではない「 わたし」 を見つめる加点法の育成

③諸会合（ 職員会議等） での情報の共有と支援計画

④教育相談の充実による家庭との連携

⑤主体的な学びを記録するキャリアパスポート

⑥全職員が全児童の担任という学校風土⇒成長保証

特色５［ 地域・ 社会とつながること

生きること「 命」 をテーマとした総合的な学習］

①地域に根差した活動を推進し、地域のもの・ こと・ ひとにふ

れ、探究心と郷土愛を育む

②子どもの命と心に敏感に反応する指導態勢の構築

久能に生きる子としての防災への視点を取り入れた

「 しずおか学」

⇒地域社会とつながる力・命を大事にする心

特色４［ 南中グループ校との交流］

①大谷小学校との交流学習

②中学校での授業体験

③地域防災訓練や地域行事などによる小中交流

④南中ＳＣによる児童との教育面談 ⇒つながる力

特色９［ 南中グループの小中一貫教育を支える組織］

①南中グループ校長連絡会・ 幹事会・ 役員会・ 企画部会・ 推進部会・ 全体研修会

②各小中学校「 学校運営協議準備委員会（ 母体を学校評議員会とした） 」

③南中グループ拡大学校運営協議会（ ※小中一貫教育準備委員会）

Ｒ3．1．20

静岡市立久能小学校南中グループ小中一貫教育経営構想（ 案）

小中一貫教育目標「 切り拓け たくましく 心ゆたかに」

重点目標「 あいさつ・ チャレンジ いきいき久能の子」

教育目標が” 目指すコンセプト”

★ 南中グループ校によるタフな人づく り

「 主体的に取り組む人

自立と自律の心をもつ人

道徳性豊かな人」 の育成を

目指します！

よこのつながり
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特色２［ 家庭での学習と生活リズムをつくる］

①「 家庭学習の手引き」 の活用
②自分のめあてを設定したチャレンジテストの実施
③音読カードの活用
・ 授業の補充的な宿題
・ 自分で選択する自主学習の支援指導と充実

⇒学力保障・ 自立心

特色７［ 心かようあいさつ］ ⇒つながる力・道徳性

①９年間の学校生活の全体を通したあいさつ指導 （ 学級・ 学年で丁寧に、継続指導）

②学校や地域を支える方々 に、気持ちが届くあいさつを進んで行おう。

③あいさつたし算「 相手が気持ちよくなるあいさつをしよう」 ☆５校共通の取り組みカード（ キャリアパスポートに保管）

特色６［ 言葉で伝え合う集団を育てる（ 特別活動） ］

①あいさつ、対話をすることで仲間を認め合い、自己肯定感を高め合う学級づくり

②ペアとのつながりを強めて思いやりの心を醸成する活動

③委員会やクラブ活動を通じて、異学年と交流し話し合い、協力してよりよい学校生活を送ろうとする態度を育てる

⇒つながる力・道徳性

特色８［ 道徳教育の充実］

①小中で道徳の重点項目を共有 ９年間の道徳授業の時間を大切にする 年間３５時間完全実施（ 点検表活用）

②道徳の授業を参観会で公開 自己評価で自分の成長や変化を実感

③「 自分の事として捉え議論する（ 話し合う） 授業展開」 ⇒道徳性

特色３［ 主体的な学びにつながる児童生徒理解］

① 小中９年間の生徒情報を活かした指導（ 全職員で全児童を）

②主体的な学びを記録するキャリアパスポート

③教育相談日の活用による家庭との連携

④打合せ、子どもを語る会での情報共有と共通指導

⑤支援につながるSC,SSW・ 医療等との連携

⇒成長保障

特色４［ 南中グループ校との交流］

①近隣小学校同士による交流学習（ オンライン活用）

②中学校での授業参観や体験

③地域防災・ 地域行事等による小小・ 小中交流

⇒つながる力

特色９［ 南中グループ校の小中一貫教育を支える組織］

①南中グループ校校長連絡会・ 幹事会・ 役員会・ 企画部会・ 推進部会・ 全体研修会

②各小中学校「 学校運営協議準備委員会（ 母体を学校評議員会とした） 」

③南中グループ拡大学校運営協議会（ ※小中一貫教育準備委員会）

Ｒ03．03．01．大谷小Ｖｅ ｒ ．２

静岡市立 大谷小 学校南中グループ小中一貫教育経営構想（ 案）

学校教育目標「 切り拓け たく ましく 心ゆたかに」

重点目標「 自分から取り組み, 『 できた・ わかった・ やったあ』 を実感する子」

教育目標が” 目指すコンセプト”

★南中グループ校によるにタフな人づくり

「 主体的に取り組む人

自立と自律の心をもつ人

道徳性豊かな人」 の育成を

目指します！

特色５［ 地域社会とつながること

生きること「 命」 をテーマとした総合的な学習］

①「 しずおか学」 として命の学習・ 防災学習

② 探究的な学びによるキャリア教育及び独自的内容

・ 命を守る（ つながる） 学習； 体験学習

⓷ 情報教育（ ICT活用のスキルアップ）

⇒地域社会とつながる力・命を大事にする心

よこのつながり

た
て
の
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特色１［ 資質・ 能力が身に付く授業づくり］

①GIGA スクール構想によるICTを活用した授業

・ ICTの日常使い、ICTを活用した一人1 実践（ 公開）

②ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業

③評価を適切に位置づけた単元展開の工夫

④新学習指導要領に沿った「 主体的対話的で深い学び」 の

授業実践 （ 個別最適化の実証）

・ 再構成・ 振り返りの場の適切な位置づけ

・ 板書の工夫 ⇒学力保障



特色１［ 資質・ 能力が身に付く授業づくり］

①一人一人が考えをもち、主体的に参加する授業

ユニバーサルデザインを取り入れた展開

②新学習指導要領に沿った重点

「 主体的・対話的で深い学び」を通して目標を実現する授業

づくり

③手立ての検証による研修の充実

「 魅力ある課題」

「 考えをもつ場や時間の確保」

「 考えに根拠をもたせるための手立て」

④指導と評価の一体化

⑤GIGAスクール構想によるICTの活用 ⇒学力保証

特色２［ 家庭での学習と生活リズムをつくる］

①「 家庭学習の手引き」 の活用

②学習習慣定着のための音読カードの活用

⇒学力保証・ 自立心

特色７［ 心かようあいさつ］

①９年間の学校生活の全体を通したあいさつ指導

②目に見える形でのあいさつ目標の設定「 あいさつ足し算」

③あいさつに対する自己評価、および他者による評価の視覚化 ⇒つながる力・道徳性

特色６［ 言葉で伝え合う集団を育てる］

①何でも言い合え、お互いの考えを認め合えるあたたかな学級づくり

・ ＵＤの視点に立ち、一人一人が安心できる環境の設定

・ やさしい話し方、あたたかな聴き方の指導

②子どもたちが主体的に取り組める自治活動

・ 児童集会や最高機関である代表委員会の充実 ⇒つながる力・道徳性

特色８［ 道徳教育の充実］

①小中で道徳の重点項目を共有 ９年間の道徳授業の時間を大切にする（ 年間３５時間）

②板書記録を活かした授業研究「 自分の事として捉え議論する（ 話し合う） 授業展開」

③「 道徳コーナー」 「 ほめ写」 の充実 ⇒道徳性

特色３［ 主体的な学びにつながる児童理解］

①小中９年間の成長に資する児童生徒情報の活用

②職員会議等での情報の共有と支援計画

③主体的な学びを記録するキャリアパスポート

④「 大ひがしっ子」の合言葉をもとに基本的生活習慣の指導

4 つのステージごとに「 個人のめあて」 の設定

「 個人のめあて」 の振り返りを行うことによる生活改善

⇒成長保証

特色５［ 地域・ 社会とつながること

生きること「 命」 をテーマとした総合的な学習］

①地域や社会のひと・ もの・ こととのふれあいの中から、探究

心や積極的に社会に参画しようとする態度を育む

②自他の生命を尊重し、「 大里東小学区」に生きる一員として

の防災への視点を取り入れた「 しずおか学」

⇒地域社会とつながる力・命を大事にする心

特色４［ 南中グループ校との交流］

①近隣小学校同士による交流学習

②中学校での授業参観や体験

③地域防災訓練や地域行事などによる小中交流

⇒つながる力

特色９［ 南中グループの小中一貫教育を支える組織］

①南中グループ校長連絡会・ 幹事会・ 役員会・ 企画部会・ 推進部会・ 全体研修会

②各小中学校「 学校運営協議準備委員会（ 母体を学校評議員会とした） 」

③南中グループ拡大学校運営協議会（ ※小中一貫教育準備委員会）

Ｒ３．２．２４．Ｖｅ ｒ ．１

静岡市立大里東小学校南中グループ小中一貫教育経営構想（ 案）

学校教育目標「 心豊かなたくましい子」

重点目標「 大ひがしっ子の心をかたちに～自信を育む～」

教育目標が” 目指すコンセプト”

★ 南中グループ校によるタフな人づくり

「 主体的に取り組む人

自立と自律の心をもつ人

道徳性豊かな人の育成を

目指します！

よこのつながり
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R03. 02. 22.

静岡市立宮竹小学校南中グループ小中一貫教育

南中学区全体教育目標

宮竹小学校教育目標

重 点 目 標

経営構想（案）

「 切り拓けたくましく 心ゆたかに」

「 心ゆたかで たくましい子」

「 学び合い支え合う子」

特色１［資質・能力が身に付く授業づくり］

①どの生徒も参加できる授業

ユニバーサルデザインを取り入れた展開

②新学習指導要領の完全実施

「主体的で対話的な深い学び」を目指した授業づくり

③新たな三観点評価の導入

「知識・技能」 「思考・判断・表現」

「主体的に学習に取り組む態度」

④教科部による教科研修の充実

⑤ＧＩ ＧＡスクール化に伴うＩ ＣＴの活用 ⇒学力保証

教育目標が”目指すコンセプト”

★ 南中グループ校による勁い（つよい）人づくり

「主体的に取り組む人

自立と自律の心をもつ人

道徳性豊かな人」

の育成を目指します！

特色２［家庭での生活リズムをつくる］

①「家庭学習の手引き」の活用

②ＵＤの視点を踏まえた環境整備、指導方法の工夫

③“仲間とともに課題解決に取り組む子”を目指す

④考えを深め、確かな学力を育成する

⇒学力保証・ 自立心

特色４［グループ校との交流］

①近隣小学校同士による交流学習

②中学校での授業体験

③地域防災訓練や地域行事などによる交流

④ボランティア、音楽交流など

⇒つながる力

特色３［主体的な学びのための生徒理解］

①小中９年間の生徒情報を活かした指導

②主体的な学びを記録するキャリアパスポート

③“自分も相手も大切にする子”を目指す

④支援の４ステップによる校内体制の構築

⑤特別支援学級・通級教室の充実、職員間の連携

⇒成長保証

特色５［総合的な学習］

①「 しずおか学」 として命の学習・防災学習

②人・もの・ こと とあたたかく関わり、共に生きていく力

③独自的内容「つながる力」 「つなげる力」

④情報教育「情報活用スキルアップ」

⑤キャリアパスポート

⇒生きること・ 命を大事にする心

特色６［言葉で伝え合う集団を育てる（特別活動） ］

①“仲間意識をもち､共に活動しようとする子” を目指す

②児童会活動、委員会、ペア活動、愛校活動、学級活動

③自主的、自発的な活動

④他者意識・集団意識を高める。 ⇒つながる力・道徳性

特色７［心かようあいさつ］

①９年間の学校生活の全体を通したあいさつ指導

②“気持ちよく生活する子”を目指す

③あいさつが上手にできる。

④生活においての基礎基本を身につける。 ⇒つながる力・道徳性

特色８［道徳教育の充実］

①小中で道徳の重点項目を共有 ９年間の道徳授業の時間を大切にする（年間３５時間）

②「自分の事として捉えられる授業展開」

③９年次の“自分も人も大切にできる子” を目指し、６年次に“思いやりとたくましい心を持つ子” を達成する

④１時間の授業の中で「自分だったら～」 を考える場面を設定する。 ⇒道徳性

特色９［南中グループの小中一貫教育を支える組織］

①南中グループ校長連絡会・ 幹事会・ 役員会・ 企画部会・ 推進部会・ 全体研修会

②各小中学校「 学校運営協議準備委員会（ 母体を学校評議員会とした） 」

③南中グループ拡大学校運営協議会（ 仮）

教育目標が”目指すコンセプト”

★ 南中グループ校によるタフな人づくり

「主体的に取り組む人

自立と自律の心をもつ人

道徳性豊かな人」

の育成を目指します！
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